
2015年度　第2回強化・普及記録会 入 賞 者 一 覧 表
平成28年3月13日(日)

伊集院総合運動公園陸上競技場
種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男 中学･高校･一般 日髙　達也(3) 11.05 上村　凌(2) 11.08 平　尚浩(2) 11.20 永田　拓海(2) 11.25 馬見塚　大樹(2) 11.34 永石　千聖(1) 11.38 佐藤　拓実(1) 11.39 地頭所　和希(2) 11.41

子 100m 鹿児島大 +0.9 鹿児島大 +0.9 鹿児島中央高 +0.8 鹿児島中央高 +0.9 出水高 +0.0 熊本・多良木高 +0.0 鹿児島大 +0.9 志學館大 +1.0

中学･高校･一般 川内田　玲央(2) 8:33.74 森　静哉(1)  8:50.62 森　俊也(3)  8:57.63 中園　陸人(2)  8:58.07 池脇　信也  8:58.76 洲崎　遥平(1)  9:01.89 川上　拓真(3)  9:02.65 松原　弘輝(2)  9:13.76

3000m 志學館大 志學館大 志學館大 志學館大 出水市消防本部 志學館大 高尾野中 志學館大

高校･一般 外山　雅之 15:56.8 竹井　祐貴(1) 15:58.1 下園　伸一郎(2) 15:59.6 有馬　優作(2) 16:03.4 米田　瑛久(4) 16:06.9 笹江　晴貴(2) 16:11.9 大西　豪(2) 16:17.9 宮之原　勇(2) 16:19.0

5000m 日置陸協 鹿児島中央高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島大 鹿児島高 川内高 甲南高

中学 下村　捺希(2) 15.21 川越　晴空人(2) 15.35 田原　紳太郎(2) 15.53 満永　隆斗(3) 15.70 竹元　陸(2) 15.75 當房　樹(2) 15.76 坂上　敬音(2) 16.20 大山　武将(2) 16.28

100mH(84.0cm/8m50) 鹿児島Jr -0.4 隼人中 -0.8 頴娃中 -0.4 頴娃中 -0.4 高尾野中 -0.4 万世中 -0.4 万世中 -0.4 米ノ津中 -0.8

中学･高校･一般 久保木　春佑(1) 1m90 大上　拓海(2) 1m85 加治屋　圭大(2) 1m85 川中　陸(1) 1m80 下村　翔英(2) 1m75 長野　斗哉(2) 1m65 　　　有村　涼我(1) 伊集院高 1m65

走高跳 鹿児島高 国分中央高 鹿児島高 鹿児島商高 南中 帖佐中 多良木高

中学･高校･一般 小倉　希望(4)   6m95 竹之内　優汰(2)   6m82 松下　貴紀   6m79 馬見塚　大樹(2)   6m75 中島　健(3)   6m60 山上　海(1)   6m57 川﨑　千尋(2)   6m41 久保木　春佑(1)   6m25

走幅跳 環太平洋大 +0.7 鹿児島南高 +0.0 BabbinoCompare -1.1 出水高 +0.0 志學館大 +1.2 鹿児島高 +0.0 宮崎・都城泉ヶ丘高 +0.6 鹿児島高 -0.0

中学 浦口　凱壱(2)  10m64 有村　慎太郎(1)   9m03 能勢　未夏海(1)  8m55 茨木　利和(1)   8m27 新福　広起(1)   8m00 満永　脩斗(1)   7m69 福﨑　睦樹(2)   7m25 髙木　佑磨(1)   7m19

砲丸投(5.000Kg) 南中 重富中 帖佐中 出水中 出水中 頴娃中 吾平中 伊敷中

高校 小川　智之(2)  13m27 田中　洸成(2)  12m25 宮脇　絢也(2)  11m56 榎田　賢人(1)  10m63 土屋　雄大(1)   9m67 小磯　雄也(2)   9m42 中村　泰輔(1)   9m32 西村　厚哉(2)   8m65

砲丸投(6.000Kg) 鹿児島南高 鹿児島南高 国分中央高 伊集院高 武岡台高 松陽高 鹿児島商高 樟南高

高校･一般 鎌田　隼人(3)  65m47 福山　祐司(1)  52m84 宮原　啓志(1)  45m06 樫山　翔(1)  43m88 石原　駿也(1)  43m83 今東　大晟(2)  43m34 小磯　雄也(2)  42m84 町田　悠貴(2)  40m53

やり投げ 鹿児島大 志學館大 国分中央高 国分中央高 川内高 川内高 松陽高 熊本・多良木高

女 中学･高校･一般 鶴田　玲美(3) 12.36 大山　瑞希(2) 12.61 川口　絵里子(1) 12.90 下田　稚奈(2) 13.20 門田　亜優(2) 13.20 尾方　晴香(3) 13.21 吉元　佑美香(2) 13.25 山下　永莉子(3) 13.26

子 100m 鹿児島女子高 国分中央高 第一鹿屋中 吉野中 米ノ津中 和田中 鹿児島大 隼人中

中学 原田　まりん(1) 4:47.31 松永　珠緒(3)  4:47.60 中尾　友梨奈(3) 4:48.48 大曲　由真(3)  4:51.06 松永　彩葉(1)  4:53.42 河野　萌衣(2)  4:54.87 山田　しおん(2) 4:57.05 木之下　沙椰(1)  5:00.45

1500ｍ 田崎中 桜丘中 高尾野中 高尾野中 桜丘中 川内北中 川内中央中 伊集院北中

高校･一般 内倉　渚(1) 11:18.67 田中　巴菜(2) 11:28.28 松崎　歩惟(1) 11:32.66 有田　志織(1) 11:35.39 松元　遥香(1) 11:40.45 後藤　沙菜(1) 11:42.15 柳瀬　りん(2) 11:53.62 北原　碧海(1) 11:54.25

3000m 鹿児島南高 明桜館高 伊集院高 鹿児島南高 鹿児島高 鹿児島玉龍高 多良木高 川内高

中学 竹元　咲(1) 13.01 宮久保　楓(1) 13.03 堂後　彩寧(2) 13.12 佐藤　美南(2) 13.45 下田　稚奈(2) 13.46 岸本　遥(2) 13.66 紙屋　春花(1) 13.74 満永　朱音(1) 13.87

80mH(76.2cm/7m50) 高尾野中 -0.1 高山ｼﾞｭﾆｱ陸上 -0.1 出水中 -0.1 米ノ津中 -0.1 吉野中 -0.7 川内北中 +0.3 川内北中 -0.1 川内中央中 -0.1

中学･高校･一般 伊地知　茜(1) 1m55 坂口　菜々美(2) 1m50 馬原　美紅(2) 1m50 若吉　千里(1) 1m40 園田　美羽(1) 1m40 松澤　李夏(2) 1m40 入尾野　朔良(2) 1m40 林　愛(2) 1m35

走高跳 鹿児島女子高 松陽高 松陽高 吉野中 鴨池中 鹿児島Jr 高尾野中 伊集院北中

中学･高校･一般 田中　亜季(2)   5m51 川島　杏純(1)   5m35 吉盛　天音(1)   5m23 原田　里加(2)   5m23 冨満　美月(2)   5m14 松澤　咲彩(1)   5m14 加行　望(2)   5m01 竹元　咲(1)   4m97

走幅跳 鹿児島高 +3.1 鹿児島高 +3.3 出水高 +1.2 甲南高 +2.0 松陽高 +0.4 鹿児島高 +2.5 松陽高 +1.7 高尾野中 +2.2

中学 宮脇　椋子(3)   9m52 甲斐　茉愛(1)   9m52 福留　よしの(3)   9m28 前田　菖(2)   8m66 中村　真璃愛(1)   8m34 福寿　遙(1)   8m27 小松原　未海(2)   8m20 大迫　芳(1)   7m42

砲丸投(2.721Kg) 川内北中 川内北中 重富中 東市来中 川内北中 川内中央中 米ノ津中 東市来中

高校 上脇　加奈子(2)   9m57 黒飛　芙久子(1)   9m20 堀之北　桃花(2)   7m32

砲丸投(4.000Kg) 鹿児島女子高 鹿児島女子高 鹿児島高

高校･一般 後山　登喜美(1)  38m56 吉田　夏菜(1)  35m40 江田　葉月(2)  33m19 西松　響(2)  32m70 下窪　瑞生(2)  32m18 川越　奈々美(2)  30m14 桐原　萌花(2)  26m24 木原　星羅(2)  24m56

やり投げ 明桜館高 鹿児島玉龍高 鹿児島女子高 川内高 鹿児島南高 志學館大 鹿児島女子高 国分中央高

※高校・一般男子5000ｍは，写真判定器の不具合の為，１組目は計測できず，２組目は手動計時にて計測となりました。

同順：恒松　朋樹(1)


